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青少年機構について

求める人物像
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　国立青少年教育振興機構は、我が国の青少年教育のナショナルセンターとして、青少年を巡る様々な
課題に対応するため、青少年に対し教育的な観点から、より総合的・体系的な一貫性のある体験活動等
の機会や場を提供するとともに、青少年教育指導者の養成及び資質向上、青少年教育に関する調査及び
研究、関係機関・団体等との連携促進、青少年教育団体が行う活動に対する助成を行い、もって我が国
の青少年教育の振興及び青少年の健全育成を図ることを目指しています。

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立オリンピック
記念青少年総合センター

都市型の青少年教育施設
として、青少年及び青少
年教育指導者等の研修及
び体験の場と機会を提供

しています。
（全国1か所）

国立青少年
交流の家

ボランティア活動や就労
体験といった交流体験を
中心とした教育プログラ
ムの企画・実施を行って

います。
（全国13か所）

国立青少年
自然の家

野外活動や環境学習と
いった自然体験を中心と
した教育プログラムの
企画・実施を
行っています。
（全国14か所）

○　我が国の青少年教育をリードする気概をもち、常に向上心とチャレンジ精神をもって何事にも取り組める人
○　時代の変化を敏感にとらえ、多様な視点で柔軟に物事を考えることができる人
○　機構職員としての専門性を高めるとともに、自身の将来についてのビジョンを描くことができる人
○　課題意識をもって主体的に行動し業務を遂行できる人
○　笑顔で挨拶、そして思いやりの心をもって積極的にコミュニケーションを図り、信頼関係を築くことができる人

（写真：国立那須甲子青少年自然の家）
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                         　　 独立行政法人国立青少年教育振興機構　　理事長　古川　和

当機構は「体験活動を通した青少年の自立」を目指して、国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青年の家、
国立少年自然の家の 3 法人が統合され、平成 18 年 4 月に発足しました。全国 28 の教育施設を設置し、それぞれの立
地条件を活かした特色のある活動を展開し、青少年の健康な身体、感性豊かな心、様々な課題にチャレンジする意欲
と能力など、社会を生き抜く力の育成に必要な、多様な体験活動の機会の提供に努めています。
　また、当機構では、令和 3 年 4 月から第 4 期中期目標の期間がスタートし、子供たちの発達段階に合わせた質の高
い体験活動を提供するとともに、環境教育や防災教育等施設の豊かな自然環境を活かした教育の機会の充実を目指し
ています。第3期のミッションである「早寝早起き朝ごはん」国民運動や「体験の風をおこそう」運動の遂行とともに、「子
供の貧困」対策等の社会問題にも、引き続きしっかりと取り組んでおります。
　このように、青少年教育のナショナルセンターとして我が国の青少年教育をリードする当機構の職員には、今日の
青少年の課題を的確に把握し、解決に向け積極的に取り組む力が求められます。その力は、機構職員としての専門性
に加え、課題意識に基づく向上心とチャレンジ精神が基盤となります。
　次世代のリーダーとなる皆さんも、我が国の将来を描く仕事に、私たちと共に取り組んでいきましょう。



　当機構では、子供たちの健やかな成長に
とって体験がいかに重要であるかを広く家庭
や社会に伝え、社会全体で体験活動を推進す
る機運を高める「体験の風をおこそう」運動
を青少年団体と連携して進めています。

　子供たちの健やかな成長には、「早寝早起き」をす
ることや「朝ごはん」を食べることなどの基本的な
生活習慣を身に付けることが重要です。当機構では、
「早寝早起き朝ごはん」全国協議会の事務局を運営し、
この国民運動を積極的に推進しています。

「体験の風をおこそう」運動 「早寝早起き朝ごはん」国民運動 はやおきくん はやねちゃん

よふかしおに あさごはんまん

ⓒやなせたかし／やなせスタジオ

1. 教育事業
　青少年の課題や国の政策課題に対応しつつ、立地条件及び地域の
特性やニーズに対応した、青少年の体験活動事業や青少年教育指導
者等の養成研修事業を実施しています。

（１）青少年教育に関する地域力向上等のためのモデル的事業の開発
①豊かな人間性を育む長期体験活動事業

②全国高校生体験活動顕彰制度「地球探究プログラム」 

（２）グローバル人材の育成を見据えた国際交流の推進
　国内外の関係機関・団体等と連携して、青少年や青少年教育指
導者等の相互交流を行う事業、青少年の異文化理解を促進する体
験型の交流事業を実施しています。

（３）青少年教育指導者等の養成及び資質の向上
青少年に良質な体験活動の機会と場を提供するために、国公立の

青少年教育施設や青少年教育団体等の指導者を対象とした研修事業
や青少年指導者になるための養成研修等の事業を実施しています。

（４）青少年の体験活動等の重要性に係る普及・啓発
　青少年の体験活動や読書活動、基本的な生活習慣等の重要性に
ついて普及・啓発を行う事業を実施しています。

（５）子供の貧困対策
近年、「子供の貧困対策に関する大綱」や「すべての子どもの安心

と希望の実現プロジェクト」が策定され、子供の貧困に対する取組
が政府全体で進められています。
　当機構においては、子供たちの生活習慣の確立や体験活動の充
実のための事業を行っています。
①生活・自立支援キャンプ
②子どもゆめ基金による支援
③学生サポーター制度

令和2年度事例 　　　

●施設名：国立阿蘇青少年交流の家　
●参加者：小学校5年生～中学校3年生　22名
　1週間100kmの行程を徒歩で移動しながら、阿蘇のカルデラを1周す
る事業です。同じ目的をもった22名が、移動とテント泊を繰り返し、励ま
し合ったりぶつかり合ったりしながら、阿蘇の美しく雄大な自然を巡り
ました。日に日に成長した22名全員が、苦難を乗り越えゴールへ辿り着
いたとき、一人ひとりのかけがえのない物語が完成し、幕を閉じました。
参加者からは「このキャンプは一生忘れない宝物になりました」といった
感想が寄せられました。

阿蘇山一周100kmチャレンジキャンプ
～大草原からの贈り物～

令和2年度事例 　　　

●施設名：国立中央青少年交流の家　
●参加者：高校生　24名
　地域が抱える課題を自分ごととして捉え、それを
解決していく力を養う場として、3日間で実施しま
した。地域づくりに関する取組を体験することを目
的に、茶業の担い手不足や竹害等の地域課題をテー
マとしたフィールドワークを行い、地域をよりよく
する方法を検討しました。その学びを活かし、合宿
の最後には、自身の地域でどんなことができるのか
を考え、活動を計画しました。合宿後に参加者がそ
れぞれの地域で取組を実践し、子供たちに地域の魅
力を知ってもらうためのウォーキングイベントを
行った参加者が地域探究アワード全国ステージに
て最優秀賞となる文部科学大臣賞を受賞しました。

オリエンテーション合宿 in 中央
「take the first step」



2. 研修支援
　学校や青少年団体、青少年教育関係者等が、目的やねらいに応じた主体的で効果的な活動を行うことができるよう、全国 28
か所にある教育施設において広く学習の場や機会を提供し、研修目的達成に向けた、より効果的なプログラムの提案や教育的指導・
助言等を行っています。また、社会性や規則正しい生活習慣を身につけることができるよう、共同での宿泊や朝夕のつどいの場や、
標準生活時間を設けています。

研修目的の達成に向けた教育指導・助言
　初めて研修を行う団体、これまで以上に研修効果を深めたい団体等、利用団体のニーズに合わせた効果的な研修を実施するた
めの教育的な指導・助言を行っています。

　①効果的な研修計画策定のための支援
　②指導者等の指導力向上のための支援

3. 調査研究

4. 子どもゆめ基金事業
　未来を担う夢を持った子供の健全育成を推進するため、民間団体が実施する自然の中でのキャンプや科学実験教室等の体験活動、
絵本の読み聞かせ会等の読書活動、子ども向け教材を開発・普及する活動への支援を行っています。

地方教育施設の主な設備
宿泊施設／研修・会議室／野外活動施設／キャンプ場・野外炊事場 他
※施設により多少異なります。（写真：地方施設の設備一例）

　青少年教育に関する基礎的・専門的な調査研究を行い、
その成果を広く提供・活用することにより青少年教育の
振興を図っています。

〈主な調査結果〉
○自然体験が豊富な子供ほど、「今の自分が好きだ」「体力には
自信がある」といった自己肯定感が高くなる傾向にある。

絵本の読み聞かせ会等の読書活動、子ども向け教材を開発 普及す

活動分野 申請件数 採択件数 採択率 交付決定額 ( 千円 )
子どもの体験活動 4,693 3,908 83.3% 1,530,442
子どもの読書活動 605 508 84.0% 190,587
教材開発 ･普及活動 28 10 35.7% 66,876

合計 5,326 4,426 83.1% 1,787,905

令和2年度　申請・採択状況  （一次募集・二次募集）

ちびっこ遊び隊 森のなかで絵本とあそぶ

活動プログラム例活動プ グラム例
①登山･
　ハイキング

②自然を楽しむ

③カッター

④沢登り･
　沢遊び

⑤文化･芸術･
スポーツ体験

自分の能力を最大限に発揮することで達成感を味
わうことができます｡また､自然を意識しながら森を
散策することで豊かな感性を育てることもできます。

　創造性やコミュニケーション能力､課題解決能力
を高めることをねらいとしたプログラムとして森や
林の中で自然を利用して楽しみながらできるゲーム
があります。

カッターとは､10～ 20 名ほどでオール（櫂）を
漕いで進む艇のことで､仲間と助け合うことで協調
性を育んだり､全力を出し切ることで大きな達成感
を得ることができます。主にクラスの人間関係作り
や新入生オリエンテーションに利用されています。

　源流を探検したり､水辺の生き物観察などを通し
て自然の大切さや環境を考えることができます｡小
学校低学年から体験できるプログラムもあり､生活
科や総合的な学習の時間､その他環境学習にも利用
されています。

貝殻の写真たて作り、陶芸､和紙工芸､科学おもちゃ
作り等のクラフト活動は創造性を豊かにし､感性や
表現力を養うことができます。

　演劇や音楽活動､各種のスポーツ活動やレクリ
エーション活動は学校のクラブやサークル､青少年
団体のグループに多く利用されています。

▶

▶

▶

▶

▶

「青少年の体験活動等に関する実態調査（平成26年度調査）」［結果の概要］より
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ある１日の仕事のスケジュール

ある1日のスケジュール

直江　春香
国立磐梯青少年交流の家事業推進室
事業推進係員

略　歴◎現在どのような仕事をしていますか？
　主に、当所を利用する皆様からの申し込み受
付や電話・メール・窓口での問い合わせ対応、
宿泊室の割り振り等を行っています。また、教
育事業に来てくださるボランティアの皆様との
連絡調整も担当しています。  

◎機構職員を志望した動機を教えてください
　子供の頃にキャンプや演劇など様々な体験を
する機会があり、体験が人を成長させることを
実感しました。この経験から、子供たちに体験
活動を提供する仕事に就きたいと強く思い、機
構職員を志しました。

◎仕事上で印象に残っているエピソードを教え
　てください
　当所で実施している 13 泊 14 日のキャンプ
にスタッフとして参加しました。登山や長距離
ハイク等の活動を通して子供たちが日々成長し、

最後には達成感に満ち溢れた表情で修了証を受
け取る姿を見て、「体験」の手助けができて良
かったと感じました。

消毒作業

15：00

宿泊団体の利用
人数をもとに、
宿舎の割り振り
を決めます。

宿舎割作成

13：00

宿泊団体の利
用人数をもと
に、宿舎の割
り振りを決め
ます。

問い合わせ
対応

11：00

電話やメールで
寄せられた利用
申し込みや教育
事業に対する問
い合わせに回答
します。

入所
打ち合わせ

16：00

電話やメールで
寄せられた利用
申し込みや教育
事業に対する問
い合わせに回答
します。

貸出物品の
受け渡し

10：00

利用団体へそり・
スノーチューブ
を貸し出し、使用
する際の注意点
を説明します。

朝礼

9：00

利用団体の活動
内容や職員の動
静、連絡事項等
を職員全員で共
有します。

始業・
退所点検

8：30

利用団体が退所
する際に清掃や
寝具の整頓がで
きているか、宿
泊室の点検を行
います。

終業

17：15

翌日の利用団体
の活動や自身の
業務内容を確認
し、机上を整理
して退勤しま
す。

大学卒業後、平成３０年に採用。現在の施設
が最初の配属先。

桑代　康平
監査室
監査係

（H23 年採用）

国の施設で青少年に関する様々な取組を行っており、子供の成長や教育に興味がある方や青少年教育行政に興味がある方がたくさん働いている職場です。全国の仲間と一緒に、子供たちの未来を応援しましょう！

全

◎現在どのような仕事をしていますか？
　「子どもゆめ基金」という、民間団体が実施す
るキャンプ等の体験活動、絵本の読み聞かせ等の
読書活動、子供むけの教材を開発・普及する活動
への助成を行っています。助成金の交付を行った
り、これから助成を受けたいと思っている団体へ
の説明会を行っています。 

◎機構職員としてのやりがいは何ですか？
　事業はもちろん、日々の業務においても「想い
を形にできる」ところです。想いを職員で共有し、
目的を達成するために何度も検討を重ねます。そ
の想いが形になり、子供たちの笑顔につながった
時に、やりがいを感じます。

ある1日の仕事のスケジュール

◎機構職員を志望した動機を教えてください
　学生時代に、信州高遠でボランティアをして
いました。そこで、子供たちの笑顔や何かをや
り遂げたときの満足
した表情を目の当た
りにして、私も子供
たちの笑顔を引き出
せるような事業をし
たい！と思ったのが
きっかけです。

◎現在どのような仕事をしていますか？
　多くの青少年に体験活動を提供できるように、
事業や施設運営に係る予算の編成・管理や、財務
状況に関する資料を作成しています。組織運営の
基盤となるひとつが財務のため、ここまでのキャ
リアも活かしながら組織全体を支えています。
   

◎機構職員としてのやりがいは何ですか？ 
　日頃から青少年教育の意義を感じていました
が、自身の育児休業の取得により、日常の些細な体
験の繰り返しが子供の成長にとって重要であるこ
とを再認識する契機となりました。我が国の青少
年教育を担う一員として、青少年のために体験活
動を支えることは、私の一層のやりがいとなって
います。

◎機構職員を目指す方へのメッセージ 
　国の施策や地域の課題、青少年を取り巻く環境
に応じて、多彩なアプローチで体験活動を推進・

略　歴

提供していくことが求められています。より多
くの青少年に体験活動を提供できるように、皆
さんのオモイをカタチにしてみませんか？一緒
に青少年が笑顔になれる社会を創っていきま
しょう！    

ある１日の仕事のスケジュール

略　歴

室井　修一
国立妙高青少年自然の家　次長

長谷川　祐太
本部財務部財務課予算決算係主任

友松　由実
本部子どもゆめ基金部助成課課長補佐

略　歴

始業

9：00
助成活動の
実績確認

9：30 10：30

審査委員会

13：30

打ち合わせ

16：00

次の委員会に向
けた打ち合わせ
や資料の準備を
行います。

次年度の採択にむけ
た委員会を行いま
す。

システム保守業
者とシステムの
打ち合わせを行
います。

助成団体から提
出のあった実績
報告書の内容を
確認します。

メールチェック
や当日の業務を
確認します。

机上を整理して
帰宅します。

打ち合わせ

8：30

始業

17：00

終業

9：00
所長・

係長打合せ

１日の流れ、
懸案事項等の
情報共有をし
ます。

11：00
利用団体の
情報共有

活動内容や
場所等につ
いて情報共
有します。

13：00

施設安全点検

屋外や館内の
場所を具体的
に確認します。

14：00
連携機関との
打合せ等

行政や大学等
との連携等に
ついて打合せ
をします。

15：00

事務業務

所内の業務整
理（予算等）を
所長や係長と
行います。

事務業務

10：00

終業

17：45

（令和 4年 3月現在）

◎現在どのような仕事をしていますか？
　所長と情報共有を図りながら、施設全体のマネ
ジメントをしています。利用者の安全・活動場所
やプログラムの把握、予算管理や人事、委託業者の
管理など多義にわたります。日々、利用者の声や職
員の声を聴きながら安全安心な職場環境作りをし
ています。 

◎機構職員として働く魅力を教えてください
　青少年教育のナショナルセンターとして国の施
策や社会課題に対し、具体的な体験活動の機会や
学びの場を創出し事業を運営できることです。そ
の中で、様々な大学やNPO法人、企業等との連携
を深めながら青少年と向き合います。青少年の成
長をサポートする素晴らしい仕事です。

◎機構職員を目指す方へのメッセージ
より良い社会の実現のために、誰一人取り残さ

ない社会の実現のために、青少年の多様な体験活
動を創造するために熱意を持ち協働すること、青
少年と共に生涯学び続けることが必要ですね。ぜ
ひ、皆さんの得意分野を青少年の体験や学びに繋
げてみませんか。

始業

9：00

事務処理業務

9：30

ミーティング

11：00

業者打ち合わせ

13：30

部長レク

15：00

資料作成

16：00

終業

18：00

各種打ち合わせ等
を踏まえ、本部内
や地方施設へ送付
する資料の作成を
行います。

予算の管理や
執行に関する
方針について、
担当部長に説
明をします。

機構で取り組
んでいる運用
に関する打ち
合わせを業者
と行います。

本部内の他部署
と予算の執行状
況や新たな支出
に関する相談等
を行います。

機構本部や地
方施設の予算
に係る事務処
理をシステム
で行います。

メールや外部の
打ち合わせの有
無など１日のス
ケジュール確認
をします。

事務処理の漏
れがないよう
に、机上を整
理してから退
勤します。

大学卒業後、民間企業での勤務後、国立少年
自然の家及び当機構での非常勤職員を経
て、平成２０年に採用。機構本部及び国立妙
高青少年自然の家、文部科学省等での勤務
を経て、令和４年１月より現職。

平成１４年に国立少年自然の家に採用後、
国立那須甲子少年自然の家、国立日高少年
自然の家に勤務。当機構発足後は、国立オリ
ンピック記念青少年総合センター、機構本
部、国立妙高青少年自然の家、国立磐梯青少
年交流の家、国立乗鞍青少年交流の家を経
て、令和３年４月より現職。

大学卒業後、平成２４年に採用。国立岩手山
青少年交流の家、本部教育事業部企画課を
経て、令和２年４月より現在の課に配属。

メール返信、
各種起案決裁
等を行います。
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業務内容
　本部や施設における様々な仕事を通して、青少年教育の振興及び青少年の健全な育成を図るための活動、そして
それらを支える組織運営を行います。多様な業務があり、大きくは次のように分けられます。
　■ 教育事業業務
　　 教育事業（企画事業・研修支援・連絡協力促進事業・調査研究・国際交流事業等）の企画・実施及び連絡調整等
　■ 助成事業業務
　　 本部の助成業務に係る企画・立案・管理及び調査、助成金の交付に関する業務および助成事業の審査等
　■ 管理業務
　　 総務・人事・予算・経理・施設管理および連絡調整等

勤務条件・福利厚生
　■ 給　与
　　・初任給　月給182,200円（大学卒）
　　　  経歴等によって決定されます。また、勤務場所によって、
           これに地域手当が加算されます。

　　・諸手当　扶養手当、住居手当、通勤手当他
　　・昇　給　年１回
　　・賞　与　年２回（６月と１２月）

　■ 勤務地
　機構本部（東京都渋谷区）又は全国28か所の青少年
教育施設となります。

　■ 勤務時間
　　 9：00～17：45（実働7時間45分） 
   　 ※職種や勤務場所によってはこれと異なる場合があります。

　■ 休日休暇等
　　・完全週休２日、祝日、年末年始
　　・年次有給休暇、産前産後休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇、
　　　ボランティア休暇、子の看護休暇、結婚休暇等
　　・介護休業、育児休業

　■ 各種保険
　　・健康保険・年金（文部科学省共済組合）
　　・雇用保険
　　・労災保険

　■ 共済事業
　　・給付（出産等）、積立貯金、貸付等各種の福祉事業
　　・国家公務員共済組合連合会の直営病院、宿泊施設等

　■ 仕事と育児等の両立支援
　　　

国立青少年教育振興機構職員採用試験
【概要】
　機構の業務に従事する職員を採用するための機構独自の試験
【受験資格】
年齢が概ね30歳までの者
（青少年教育施設、団体等教育機関における職務経験を有す
る者はこれによらない）

【選考プロセス】（予定）
　・受付　（令和4年４月下旬～６月上旬）
　・第一次試験　適性検査・書類選考（６月中旬～下旬）
　・第二次試験　面接選考等（７月上旬）
　・最終選考（７月下旬）、合格（７月下旬）
【試験情報】
　最新情報は、機構採用情報ホームページをご覧ください。
https://www.niye.go.jp/about/announcement/recruit2/

国立大学法人等職員採用試験
【概要】
国立大学法人及び独立行政法人等が合同で実施する試験で、
北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、
九州の7つの地区で実施

【受験資格】
　平成4年（1992年）４月２日以降に生まれた者
【選考プロセス】
　・受付　（令和4年５月11日10時～５月25日17時）
　・第一次試験　全試験区分共通の教養試験（７月3日）
　　※二次試験以降は一次試験合格者を対象に各法人が実施
　・第二次試験　面接選考等（８月下旬）
　・最終選考（８月下旬）、合格（８月下旬～９月上旬）　 
【試験情報】
最新情報は、国立大学法人等職員採用試験ホームページをご
覧ください。https://www.janu.jp/univ/employment/

業務内容
本部や施設に

採用情報

　機構で働く職員の多くは、採用前に機構をはじめとする青少年施設等でボランティアなどの活動経験を有してい
ます。
　機構で働きたい方はもちろん、「子供の体験活動をサポートしてみたい」「青少年機構に興味がある」・・という方は、
その気持ちを行動に移してみませんか。
　機構では、青少年の体験活動を支援するボランティアを募集しています。機構のボランティア養成事業に参加し、
登録すると「法人ボランティア」として全国の青少年教育施設でボランティア活動をすることができます。
　このほか、ボランティアに興味のある方であればどなたでも参加できる事業がありますので、下記のボランティ
ア募集及び各施設のホームページをご覧のうえ、各担当までお問い合わせください。

〇 ボランティア募集　　　　　　　　　　　　　 　〇 施設案内
 https://www.niye.go.jp/services/
    plan/bora/  

機構で働く職員の多くは 採用前に

ボランティア活動のご案内

国立青少年教育振興機構職員の採用は、当機構職員採用試験及び国立大学法人等職員採用試験から行います。
国立大学法人等職員採用試験の各地区における採用予定人数は、各地区採用試験事務室ホームページをご確認ください。
国立青少年教育振興
国立大学法人等職員

選考案内等

　　 　

問い合わせ先

　職員の仕事と育児、介護の両立を支援するための勤務時間、
休暇制度の整備のほか、仕事と育児の両立に関する相談窓口や
相談員を配置するなど、男女問わず仕事と育児等の両立を支援
するための取り組みを行っています。

https://www.niye.go.jp/facilities/facilities.html


